
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所における自己評価表集計結果（公表） 

 

公表：令和２年 ４月１３日    事業所名：小山市こども発達支援センター「たんぽぽ園」 

 

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点、方策等 

 

環

境 

・

体

制 

①利用定員が指導訓練室等スペー 

スとの関係で適切である 

○  ・法令を遵守したスペースを確保

しています。 

・療育では部屋を目的別に使った

り、2部屋に人数を分けて使った

りしています。 

・感覚統合室のトランポリンなど

安全のために人数制限し交代で

行うようにしています。 

（部屋を有効に使えるように配

慮しています） 

・できるだけ物を置かず安全に配

慮し使用しています。 

 

②職員の配置数は適切である ○  ・全職員有資格者 

 （保育士８名、作業療法士１名） 

 

③療育空間は、子供に分かりやす

く構造化された環境になっている

か。また、障害の特性に応じ、設

備等はバリアフリー化や情報伝達

等の配慮が適切になされているか 

○  ・刺激を与えすぎず、課題に集中

できる部屋と色々なものに触れ

らる部屋に分けています。 

・療育に集中できるように刺激に

なる物は見えないようにしてい

ます。 

・建物の内部はバリアフリー化し

ています。 

・クールダウンできる場所（個室等）

の確保について検討していきます。 

・少人数での療育では、部屋を区切

る等部屋の使い方を考えていきま

す。 

・子供の刺激になりやすいおもちゃ

を別室に移したりして改善してい

ます。また、部屋の窓から見える外

部の刺激に対して、部屋のカーテン

を閉めるなどしていきます。 

④療育空間は、清潔で、心地よく

過ごせる環境になっているか。ま

た子供達の活動に合わせた空間に

なっているか 

○  ・毎日、皆で環境整備を行い、清

潔にしています。 

・季節に合った壁面飾りをし、気

持ちよく過ごせるようにしいて

います。 

・掃除は職員が毎日朝夕行ってい

ます。また、インフルエンザ等の

流行時はエタノールで拭いてい

ます。 

・冬は感染症が流行する時期の対

策（検温・手洗い・うがい等）を

たよりや掲示板で保護者に伝え

ています。 

 



・その日の課題によって部屋を使

い分けています。 

・活動に合わせ、遊具等の配置替

えを行っています。 

 

業

務

改

善 

⑤業務改善を進めるための PDCAサ

イクル（目標設定と振り返り）に

広く職員が参加しているか 

○  ・話し合いに参加できるよう、ま

た全職員の意見が反映できるよ

うにしています。 

 

 

 

・意見を出しやすいように、職員を

小グループに編成し意見が出せる

よう工夫していきます。 

・各ガイドラインに基づき行ってい

きます。 

⑥保護者の意向を把握し、業務改

善につなげているか 

○  ・保護者との面談やアンケート調

査を実施しています。 

・施設内に目安箱を置き、利用者

の意見把握に努めています。 

・保護者の要望等は一度預かり検

討して戻しています。 

 

 

⑦職員の資質向上のため、研修の

機会を確保しているか 

○  ・研修担当者を置いて、研修を計

画的に実施しています。 

・外部、内部研修で勉強する機会

を設けています。 

・外部研修に参加した場合は、研

修報告会を行い、職員内で共有す

るようにしています。 

 

 

 

適

切

な

支

援

の

提

供 

⑧アセスメントを適切に行い、子

供と保護者のニーズや課題を客観

的に分析した上で支援計画を作成

しているか 

○  ・保護者のニーズと子供の状況が

必ずしも一致するわけではあり

ませんので、まずは保護者のニー

ズを聞き、今子供に必要な支援は

何かを伝えるようにしています。 

・様々なデータを集めた情報をもと

に、その子の特性を把握し、療育内

容やグループ分けの参考にしてい

きます。 

⑨支援計画に沿った支援が行われ

ているか 

○  ・子供の特性に合った支援計画な

のか職員間で話合い作成し、支援

を実施しています。 

 

・計画に基づいた支援になるように

変更していきます。 

⑩活動プログラムが固定化しない

ように工夫しているか 

○  ・習慣化することのメリットもあ

るので、バランスを取りながら実

施しています。 

・子供たちが楽しいと感じられる

月案を考えています。 

・繰り返しで習得を目指すことも

必要なので目的ある固定した療

育も行っています。 

・一連の流れは固定化し、子供たち

が安心、安定できるようにしていま

すが、保護者の中には理解されてい

ない方もいますので、理解されるよ

う説明していきます。 



⑪子供の状況に応じて、個別活動

と集団活動を適宜組み合わせて支

援計画を作成しているか 

○  

 

・集団活動の中でも、子供の状況

により個別対応が必要な場合に

は、支援員を配置しています。 

・集団療育を行っていますが、必

要に応じて個別療育も行ってい

ます。 

・個別対応が必要な子には、支援

計画の中に入れています。 

 

・より深く子供の状況を理解し、個

別活動につなげていきます。 

・療育に入る前に、個々の目標を確

認してから、療育活動に入れるよう

にしています。 

・集団療育を中心としているため、

集団での関わりを中心に支援計画

を立てています。 

⑫支援開始前には職員間で必ず打

合せをし、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認して

いるか 

○  ・事前に当日の療育について内容

等の確認をしています。 

・特別な関わりが必要なお子さん

には事前に話し合い、関わり方の

統一が図れるように心がけてい

ます。 

・療育に入る前には、職員間で支

援の流れや担当等の確認を再度

話し合っています。 

・療育内容については具体的に話し

合いをしています。（今後は、担任

制にしていきますので、打合せは行

いやすくなります。） 

⑬支援終了後には、職員間で必ず

打合せをし、その日行われた支援

の振り返りを行い、気付いた点等 

を共有しているか 

○  ・当日の療育終了後又は翌日には

必ず話合いの場を持ち、支援の振

り返りや反省を行っています。そ

の中で気づいた点、改善点、関わ

り方、保護者支援等が職員間で共

有できるようにしています。 

・支援の振り返りは行われています

ので、その意見を次の目標、支援課

題に結び付けていきます。 

・反省点を踏まえ、次の支援にはこ

のようにしていこうという目安も

職員間で話し合っていきます。 

 ⑭日々の支援に関して記録をとる

ことを徹底し、支援の検証・改善

につなげているか 

○  ・朝の打合せでは、支援の反省等、 

子供たちを把握するための話し

合う時間を設け記録し、今後より

よい療育につなげていけるよう

にしています。 

・記録簿(日報)まではできています

が、今後は改善策も記録し次回につ

なげていきます。 

 

⑮定期的にモニタリングを行い、

支援計画の見直しの必然性を判断

しているか 

○  ・保護者とのモニタリングは６か

月に１回行っています。 

・今後も職員間の支援会議も定期的

に行っていきます。 

保

護

者

関

係

機

関

と

の

連

⑯保育所、幼稚園、小学校、特別

支援学校との間で、支援内容等の

情報共有と相互理解を図っている

か 

○  ・保護者の同意書を得て、必要に

応じて連携を図っています。 

 

⑰日頃から子供の状況を保護者と

伝え合い、子供の発達状況や課題

について共通理解をもっているか 

○  ・母子療育では、保護者とのコミ

ュニケーションの中で普段の子

供の様子を聞いています。 

・母子分離療育においては、保護

者が送迎来園時に話を聞くよう

にしています。 

・これからも更に保護者とコミュニ

ケーションをとっていきます。 



携 ・療育の場やモニタリング等で伝

え合い、共通理解できるようにし

ています。 

⑱保護者の対応力の向上を図る観

点から、保護者に対して家族支援

プログラム（ペアレント・トレー

ニング等）の支援を行っているか 

 ○ ・療育や就学就園について、講演

会を年２回開催しています。ま

た、保護者からの育児相談につい

ても、母親の関わり方や支援のア

ドバイスをしています。 

 

 

保

護

者

へ

の

説

明

責

任 

⑲定期的に保護者からの子育ての

悩み等に対する相談に適切に応

じ、必要な助言と支援を行ってい

るか 

○  

 

・定期的ではありませんが、常に

保護者の様子を見て、それに応じ

た声かけを行い対応しています。 

・保護者、子供の立場になって考

えて支援できるように努めてい

ます。 

・不十分な点もありますので、今後

更に研修等を行い、職員のスキルア

ップを図っていきます。 

⑳保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士の連携を支援して

いるか 

○  ・保護者全員による保護者会はあ

りませんが、行事や参観日、母子

分離の機会などを通して、連携や

情報交換ができるようにしてい

ます。 

・母子分離療育の際には、母親同

士で交流や情報交換をしていま

す。 

・就園、就学に向けての説明会や

母子分離療育等で、保護者同士関

わりをもてる時間を提供したり

しています。 

 

㉑子供や保護者からの相談や申入

れについて、対応の体制を整備す

るとともに、子供や保護者に周知

し、相談や申入れがあった場合に

迅速かつ適切に対応しているか 

○  ・園長、児童発達支援管理責任者

に伝えるとともに、職員 

間でも情報の共有を行い適切に

対応しています。 

 

 

㉒定期的に会報等を発行し、活動

概要や行事予定等の情報を保護者

に発信しているか 

○  ・園のたよりには、行事予定表や

家庭の療育に参考となる情報を

掲載し、２ヶ月に１回発行してい

ます。また、掲示板も活用し周知

しています。 

 

㉓個人情報の取扱いに十分注意し

ているか 

○  ・個人情報に関する書類は、ロッ

カーの中に保管しています。 

・取扱いについて、今後も職員には

徹底していきます。 

㉔保護者との意思の疎通や情報伝

達を実践しているか 

○  ・保護者から得た情報は職員間で

共有し、同じ対応がとれるように

しています。 

 

 ㉕緊急時対応マニュアル、防犯マ ○  ・緊急時対応や防犯マニュアルは ・防犯マニュアル、感染症対応マニ



非

常

時

等

の

対

応 

ニュアル、感染症対応マニュアル

等を策定し、職員や保護者に周知

しているか 

 職員に周知しています。 ュアルについては、まだ不十分点も

ありますので、今後検討していきま

す。 

㉖非常災害の発生に備え、定期的

に避難・救出その他必要な訓練を

行っているか 

○  ・児童や保護者にも協力を頂き、

計画的に訓練を実施しています。 

 

㉗事前に服薬や予防接種、発作等

の状況を確認しているか 

○  

 

・契約時に現状調査票を記入して

いただき、職員で把握していま

す。 

 

㉘ヒヤリハット事例集を作成して

事業所内で共有しているか 

 ○  ・会議等では情報を職員間で共有し

ていますが、事例集は作成してない

ので、今後検討していきます。 

㉙虐待を防止するために、職員の

研修機会を確保する等、適切な対

応をしているか 

○  ・職員研修会は年に数回行ってお

り、職員一人一人の意識を高めて

います。 

・内部研修、外部研修に参加し意

識を高めています。また、報告会

にて、職員間で共通の認識がもて

るように随時話し合っています 

 

㉚どのような場合にやむを得ず身

体拘束を行うかについて、組織的

に決定し、子供や保護者に事前に

十分に説明し、了解を得た上で、

支援計画に記載しているか 

 ○  ・検討し、必要に応じて記載してい

きます。 

 


